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［注意事項］ 

1. 試験開始の合図があるまで、この問題冊子をひらいてはならない。この冊子は、表紙

および草稿用紙２枚を含めて計８頁からなる。 
2. 解答には、必ず黒色鉛筆（または黒色シャープペンシル）を使用すること。 

 
［以下、特に重要］ 

3. 問題は全部で３問ある。そのうちから２問を選んで解答せよ。３問全てに解答した場

合にはその全てが無効となる。 
4. 答案用紙は、各問につき１枚、合計２枚配布してあるから、確実に配布されているこ

とを確かめること。 
5. 各答案用紙の所定欄に、科目名（「問題群I」）・問題番号（１～３，物理・化学・

生物化学に対応）・受験番号および氏名を必ず記入すること。 
6. 解答は、各問ごとに所定の答案用紙を使用すること。 
7. 答案用紙は、採点の際、点線で切り取られるので、裏面も使用する場合には、点線の

上部を使用しないこと。 
8. 答案用紙には、解答に関係ない文字、記号、符号などを記入してはならない。 
9. 解答できない場合でも、答案用紙に科目名・問題番号・受験番号及び氏名を記入して

提出すること。 
10. 答案用紙を草稿用紙に絶対使用しないこと。（草稿用紙は問題より後ろの頁にある。

また問題冊子の余白は自由に使ってよい。） 
 
 
 
この問題冊子は試験終了後に回収します。以下の欄に受験番号と氏名を記入しておくこと。 
 

受験番号  氏 名  
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［第１問］物理 
 
原子が３次元に分布して、格子（格子定数 a, b ,c）が直行する結晶をつくる場合を
考える。この結晶に X 線が照射されて回折を生ずる場合、各回折点の指数を h, k, l
（ミラーの指数）とすると、回折（h k l）は、hkl面［（a/h, b/k, c/l）切断面］での反射で
あると見なすことができる。以下の問題（１）～（６）に答えよ。 
 
（１）結晶の単位格子中の hkl面間の距離 dを、結晶の格子定数 a、b、cおよびミラ

ーの指数 h、k、l を用いて表したい。まず、図１の２次元の場合について、d
を表す式を導出し、これを３次元に拡張せよ。 

 
（２）結晶が立方晶系（a = b = c = a0）の場合、d はどのように表されるか。さらに

Braggの反射条件を用いて、散乱角の正弦 sinθをX線の波長λ、a0、h、k、lを
用いて表せ。 

 
（３）λ＝1.54Åの X線を用いて立方結晶の粉末写真をとると、以下のような散乱角

の所に線が現れた。 
 
線番号 1 2 3 4 5 6 7 8 9
θ/deg 13.7 15.9 22.8 27.0 28.3 33.2 37.0 37.6 42.0
強度 w vs s vw m w w m m

w 弱い：s 強い：m 中位：v 非常に 
これらの線に指数（h k l）をつけよ。計算には、表２の正弦表を用いよ。 

 
（４）結晶の単位胞の大きさ a0 を計算せよ。 
 
（５）この結晶は図２の３種類の塩の結晶のいずれかであることがわかっている。

（４）の結果と、表１から、本結晶を同定せよ。また、本結晶の密度はいくら

になるか。 
 
（６）線４と５の相対強度を構造因子 F(hkl) = Σfjexp{2πi(hx+ky+lz)} を用いて説

明せよ。 
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図１ 

 
図２ 

 
表１ 
原子 イオン半径（Å） 原子量 原子 イオン半径（Å） 原子量 
Na+ 1.16 23.0 F－ 1.33 19.0 
Ca2+ 1.14 40.1 S2－ 1.70 32.1 
Zn2+ 1.16 65.4 Cl－ 1.67 35.5 

 
表２ 
θ/deg 13.7 15.9 22.8 26.9 28.3 33.2 37.0 37.6 42.0 
sinθ 0.237 0.274 0.387 0.453 0.473 0.547 0.602 0.610 0.669
sin2θ 0.0561 0.0750 0.150 0.205 0.224 0.299 0.362 0.372 0.447
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［第２問］化学 
 
以下の問題（１）～（８）に答えよ。ただし、気体定数は、8.315 J・K－1・mol－1、フ

ァラデー定数は 96.48 kJ・V－1・mol－1、また、log10 2 = 0.30 、log10 e = 0.43としなさい。 
 
Ａ． 
（１）a) 次の４つのアミノ酸を pH 7.0において、より正に荷電しているものから順

に並べよ。 
Ｒ、Ｄ、Ｍ、Ｈ 

b) 生体を構成する主な 20種類のアミノ酸のうちで、側鎖に水酸基を持つもの
をすべて挙げよ。 

 
（２）次の陽イオンのうちで 

a) リン酸と不溶性の塩を作るものを１つ、 
b) 水酸イオンと不溶性の塩を作るものを３つ、挙げよ。 
 
Na+, Mg++, Ca++, K+, Cu++

 
（３）塩化セシウムの 50%（重量パーセント）水溶液がある。この溶液の 20℃での

密度は、1.59 g・cm－3である。 
a) この溶液 10 mlを作るために必要な水の質量を求めなさい。 
b) この溶液のモル濃度を求めなさい。塩化セシウムの分子量は、168.37、水
の密度は 1.00 g・cm－3として計算しなさい。 

 
（４）MOPS（3-(N-モルホリノ)プロパンスルホン酸）は、下のような構造であり、生

化学や分子生物学実験の緩衝液にしばしば用いられる。このN原子はpKa = 7.2
でプロトン化する。MOPS緩衝液のpH = 6.5における酸と塩基の分子種の比を
求めなさい。 

 
（５）ATPは細胞内エネルギー源である。ATPの加水分解反応（ATP → ADP + 

Pi）の 25℃における標準自由エネルギー変化は、－30 kJ・mol－1である。もし、

細胞内の ATP、ADP、Pi の濃度がそれぞれ 3.5 mM、1.4 mM、5.0 mM であっ
たとしたら、その時の 25℃における ATP の加水分解の自由エネルギー変化を
求めなさい。 
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Ｂ． 

 
図は、酵素により触媒される反応の反応速度を測定した結果である。

横軸には基質の濃度をとり、縦軸に反応の初速度を取ってプロット

してある。A はアルカリフォスファターゼ、B はアスパラギン酸カ
ルバモイルトランスフェラーゼの触媒反応を測定した結果である。

酵素に対して基質が大過剰の状態で測定している。アスパラギン酸

カルバモイルトランスフェラーゼは L-アスパラギン酸とカルバモ
イルリン酸から N-カルバモイルアスパラギン酸を生成する反応を
触媒する。基質として L-アスパラギン酸の濃度を横軸にとってプロ
ットしている。 

 
 
 
（６）(a) L-アスパラギン酸の Lは何を意味するか。 

(b) また、Lの反対の意味を表す文字は何か。 
(c) アスパラギン酸カルバモイルトランスフェラーゼがこのうちの L 型しか基
質にできない理由を簡単に説明せよ 

 
（７）図の Aの曲線は多くの酵素が示す典型的なカーブである。理想的な状態（定常

状態）を仮定したときに、a) 反応速度を v、基質濃度を Sとして、このカーブ
を表現する数式を２つの定数を用いて書け。b) この数式を提唱者の名を取っ
て何と呼ぶか。 

 
（８）上記の数式（問７a））の２つの定数が曲線 Aのグラフ上のどのような値に対応

するかを説明せよ。必要であれば図を書いて説明せよ。 
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［第３問］生物化学 
 
以下の文を読み設問（１）～（４）に答えよ。 
ヒトの遺伝病の原因遺伝子や変異マウスの変異遺伝子を推定する方法にはいくつ

かの戦略がある。原因となる生理機能や酵素の研究から原因遺伝子を探ってゆく方法

の他に、近年のゲノム解析の進歩によりポジショナルクローニングという方法が盛ん

になっている。 
前者の方法によるヒトの遺伝病原因遺伝子の同定の一例として、肝臓に特異的に発

現するフェニルアラニン水酸化酵素（PAH）遺伝子の異常によってひき起こされるフ
ェニルケトン尿症（PKU）原因遺伝子の特定が知られている。この研究においてはま
ず、PKU患者では血清中のフェニルアラニン濃度が異常に高くなることから、フェニ
ルアラニン代謝経路が調べられた結果、PAH活性が低下していることが判明した。そ
こで、ラットの肝臓からPAHが精製・同定され(a)、PAHを認識する抗体を用いてラッ
トのPAH遺伝子のcDNAが単離された。この cDNA をプローブに用いてヒトのPAH
の cDNA が単離された結果、ヒトのPAHは分子量が約 51,900の蛋白質と推定された
(b)。続いて、PKU患者のPAH遺伝子を調べたところ、ほとんどの患者においてPAH遺
伝子に変異があることが判明し、おそらくこれが原因遺伝子であると推定された。 
 
（１）ポジショナルクローニングとはどのような手法か。５行程度で具体的に説明せ

よ。 
 
（２）フェニルアラニン水酸化酵素によって生体内で合成される物質の構造を記せ。

また、この物質から、どのような低分子の生理活性物質がつくられるか。分子

量が 1,000以下の生理活性物質の物質名を１つ挙げよ。 
 
（３）下線(a)について。このような酵素を精製・同定する場合、具体的にどのような

実験を行えばよいか。以下の語句を用いて５行程度で説明せよ。 
酵素活性、カラムクロマトグラフィー 

 
（４）下線(b)について。このように、cDNA配列からアミノ酸数や分子量を推定する

ことができる。しかしながら、推定分子量は必ずしも実際の生体内の蛋白質の

分子量と一致するとは限らない。その原因となる現象を３つ以上挙げ、１例に

ついては蛋白質名を挙げて、その具体的なメカニズムを簡潔に記せ。 
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草稿用紙 （切り離さないで用いること） 
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草稿用紙 （切り離さないで用いること） 

I-8 


